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(57)【要約】
　工具を把持して移動させるロボットハンドや、工具を運搬する工具運搬装置などの工具
を機械的に移動させる機構を不要とし、構成が簡単で工具の交換を短時間で確実に、かつ
自動的に行うことができる工具自動交換装置を提供する。
　工具交換部および主軸部から構成された工具自動交換装置であって、工具交換部は、回
転軸の周りを回転し、複数の工具収納部を備えた工具マガジンと、工具マガジンを回転軸
の方向に移動させる手段と、主軸部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供給
源とを有し、主軸部は、工具を回転させるモータと、工具を保持する工具クランプと、工
具交換部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供給源とを有することを特徴と
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工具交換部および主軸部から構成された工具自動交換装置であって、
前記工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納部を備えた工具マガジンと、
前記工具マガジンを前記回転軸の方向に移動させる手段と、前記主軸部に対して工具を移
動させる空気流を供給する空気供給源とを有し、
前記主軸部は、前記工具を回転させるモータと、前記工具を保持する工具クランプと、前
記工具交換部に対して前記工具を移動させる空気流を供給する空気供給源とを有すること
を特徴とする工具自動交換装置。
【請求項２】
　前記工具は外周に鋼球が嵌合可能な凹部が形成されたコレットに圧入されており、前記
コレットは前記鋼球を介して前記工具収納部に収納されていることを特徴とする請求項１
に記載の工具自動交換装置。
【請求項３】
　前記工具収納部に前記鋼球が出入りする空間が形成されており、前記鋼球が前記空間内
を移動して前記コレットと前記工具収納部の結合を解除することを特徴とする請求項２に
記載の工具自動交換装置。
【請求項４】
　前記工具収納部の中心位置と前記シャフトの中心位置を一致させる位置合わせ手段を有
することを特徴とする請求項１に記載の工具自動交換装置。
【請求項５】
　工具交換部および主軸部が対向して配置された工具自動交換装置の工具交換方法であっ
て、前記工具交換部に具備されて工具を収納する工具マガジンと、前記主軸部に具備され
て前記工具を保持する工具クランプとの間で、空気流により前記工具を移動させて前記工
具を交換することを特徴とする工具自動交換装置の工具交換方法。
【請求項６】
　工具交換部、主軸部およびワーク保持部から構成された工作機械であって、
前記工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納部を備えた工具マガジンと、
前記工具マガジンを前記回転軸の方向に移動させる手段と、前記主軸部に対して工具を移
動させる空気流を供給する空気供給源とを有し、
前記主軸部は、前記工具を回転させるモータと、前記工具を保持する工具クランプと、前
記工具交換部に対して前記工具を移動させる空気流を供給する空気供給源と、前記工具ク
ランプを垂直方向に移動させる手段とを有し、
前記ワーク保持部は、水平面において互いに直交する２方向に移動可能なテーブルに搭載
されたワークホルダを有することを特徴とする工作機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロ旋盤やマイクロフライス盤などのマイクロ工作機械における工具を
自動交換する工具自動交換装置、工具交換方法およびそれを利用した工作機械に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、旋盤やフライス盤などの工作機械における工具を人手によらず自動的に交換する
工具自動交換装置が種々提案されている。たとえば、工具の交換の際に、複数の工具が挿
脱自在に保持された複数の工具パレットを収納したストッカーを工作機械の外側で移動さ
せて工具パレットを工作機械に対して位置決めし、位置決めされた工具パレットをストッ
カーと工作機械との間で搬送し、ロボットハンドが工作機械の工具軸、工具パレットおよ
び予備工具パレットの間を移動して工具を自動的に交換する構成が提案されている（たと
えば、特許文献１参照）。
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　また、主軸との間で工具をやり取りする工具マガジンを複数備えている工作機械におい
て、工具マガジンと別に多数の工具ホルダを保管する工具貯蔵マガジンを設け、工具マガ
ジンの一つが主軸との間で工具をやり取りする工具授受位置にあるとき、他の工具マガジ
ンの１つが工具貯蔵マガジンとの間で工具をやり取りする工具準備位置に位置するように
工具マガジンを移動するように構成し、工具貯蔵マガジンと工具準備位置の工具マガジン
との間で工具ホルダを運搬するホルダ運搬装置により、工具貯蔵マガジンと工具マガジン
との間で工具ホルダをやり取りするようにして、人手による交換作業をなくし、工具授受
位置の工具マガジンで主軸工具を次々と工具交換しながら、加工中に並行して次の工程の
加工に必要な工具を自動的に準備する構成が提案されている（たとえば、特許文献２参照
）。
【特許文献１】特開２００１－１９８７６２号公報（（００１０）～（００１１）および
図１、図２など）
【特許文献２】特開２００２－１７８２３６号公報（（０００４）および図１など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１における構成では、工具を把持したロボットハンドが工作機械の工具軸、工
具パレットおよび予備工具パレットの間を移動して工具の交換を行うので、工具を移動さ
せるためにロボットハンドで工具を把持し、それを工具パレットおよび予備工具パレット
の間を移動させる必要がある。したがって、ロボットハンド機構およびその動作を制御す
る制御機構が必要であり、構成が複雑であるという課題がある。
　一方、特許文献２における構成では、工具ホルダを運搬するホルダ運搬装置を工具貯蔵
マガジンと工具マガジンとの間で移動させて工具ホルダをやり取りするので、工具を移動
させるため工具ホルダを搭載したホルダ運搬装置を工具貯蔵マガジンと工具マガジンとの
間で移動させて工具ホルダをやり取りする必要がある。したがって、ホルダ運搬装置機構
およびその動作を制御する制御機構が必要であり、やはり構成が複雑であるという課題が
ある。
【０００４】
　そこで本発明はこのような課題を解消し、工具を把持して移動させるロボットハンドや
、工具を運搬する工具運搬装置などの工具を機械的に移動させる機構を不要とし、構成が
簡単で工具の交換を短時間で確実に、かつ自動的に行うことができる工具自動交換装置、
工具交換方法およびこの工具自動交換装置を使用した工作機械を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の本発明の工具自動交換装置は、工具交換部および主軸部から構成された
工具自動交換装置であって、前記工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納
部を備えた工具マガジンと、前記工具マガジンを前記回転軸の方向に移動させる手段と、
前記主軸部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供給源とを有し、前記主軸部
は、前記工具を回転させるモータと、前記工具を保持する工具クランプと、前記工具交換
部に対して前記工具を移動させる空気流を供給する空気供給源とを有することを特徴とす
る。
　請求項２記載の本発明は請求項１に記載の工具自動交換装置において、前記工具は外周
に鋼球が嵌合可能な凹部が形成されたコレットに圧入されており、前記コレットは前記鋼
球を介して前記工具収納部に収納されていることを特徴とする。
　請求項３記載の本発明は請求項２に記載の工具自動交換装置において、前記工具収納部
に前記鋼球が出入りする空間が形成されており、前記鋼球が前記空間内を移動して前記コ
レットと前記工具収納部の結合を解除することを特徴とする。
　請求項４記載の本発明は請求項１に記載の工具自動交換装置において、前記工具収納部
の中心位置と前記シャフトの中心位置を一致させる位置合わせ手段を有することを特徴と
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する。
　請求項５記載の本発明の工具自動交換装置の工具交換方法は、工具交換部および主軸部
が対向して配置された工具自動交換装置の工具交換方法であって、前記工具交換部に具備
されて工具を収納する工具マガジンと、前記主軸部に具備されて前記工具を保持する工具
クランプとの間で、空気流により前記工具を移動させて前記工具を交換することを特徴と
する。
　請求項６記載の本発明の工作機械は、工具交換部、主軸部およびワーク保持部から構成
された工作機械であって、前記工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納部
を備えた工具マガジンと、前記工具マガジンを前記回転軸の方向に移動させる手段と、前
記主軸部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供給源とを有し、前記主軸部は
、前記工具を回転させるモータと、前記工具を保持する工具クランプと、前記工具交換部
に対して前記工具を移動させる空気流を供給する空気供給源と、前記工具クランプを垂直
方向に移動させる手段とを有し、前記ワーク保持部は、水平面において互いに直交する２
方向に移動可能なテーブルに搭載されたワークホルダを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、工具の取り替えの際に工具をアーム等により回転させて移動する機構
が不要であるので、装置の小型化に有効である。また、装置の構成が簡単で工具の交換を
短時間で確実に、かつ人手を介さずに自動的に行うことができる。
　また、工具自動交換装置を小型に構成することができるので、旋盤やフライス盤などの
工作機械に工具自動交換装置を一体的に組み込んだ工作機械を提供することができ、精密
加工に好適なマイクロマシニングセンタを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施例による工作機械の側断面図
【図２】同工作機械の斜視図
【図３】同工作機械における工具自動交換装置の工具交換部の斜視図
【図４】同工作機械における工具自動交換装置の工具交換部の側断面図
【図５】同工具自動交換装置における主軸部の側断面図
【図６】図５の要部拡大図
【図７】本実施例による工具自動交換装置の主軸部に装着されている工具を工具交換部に
戻す工程を説明するフローチャート
【図８】本実施例による工具自動交換装置の主軸部に工具を供給する工程を説明するフロ
ーチャート
【符号の説明】
【０００８】
　１０　工具自動交換装置
　１１　工具交換部
　１２　回転軸
　１３　工具マガジン
　１４　工具ハンドラ
　１５　ホルダ
　１６　工具
　１７　工具収納部
　１８　モータ
　１９　ストッパ
　２１　主軸部
　２２　工具クランプ
　２３　主軸ハウジング
　２４　モータ
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　２５　主軸
　２６　エンコーダ
　２７　Ｙスライダ
　３１　コレット
　３２　凹部
　３３　ピストン
　４１　空気供給源
　４２　工具収納部
　４３　スプリング
　４４　鋼球
　４６　空間
　４７　空気流路
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の第１の実施の形態による工具自動交換装置は、工具交換部および主軸部から構
成され、工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納部を備えた工具マガジン
と、工具マガジンを回転軸の方向に移動させる手段と、主軸部に対して工具を移動させる
空気流を供給する空気供給源とを有し、主軸部は、工具を回転させるモータと、工具を保
持する工具クランプと、工具交換部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供給
源とを有するものである。本実施の形態によれば、アーム等の工具を移動させるための移
動機構が不要となり、構成が簡単で工具の交換を短時間で確実に、かつ人手を介さずに自
動的に行うことができる。
　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態による工具自動交換装置において、工
具を外周に鋼球が嵌合可能な凹部が形成されたコレットに圧入し、このコレットを鋼球を
介して工具収納部に収納したので、工具をコレットと一体構造で取り扱うことができる。
したがって、工具収納部に着脱自在に収納するとともに、空気流による移動も確実に行う
ことができる。
　本発明の第３の実施の形態は、第２の実施の形態による工具自動交換装置において、工
具収納部を移動させて鋼球を空間内に移動させるもので、コレットと工具収納部の結合を
簡単に解除することができる。
　本発明の第４の実施の形態は、第１の実施の形態による工具自動交換装置において、工
具収納部の中心位置とシャフトの中心位置を一致させる位置合わせ手段を有するもので、
工具の交換時における位置あわせを確実に行うことができる。
　本発明の第５の実施の形態の工具自動交換装置の工具交換方法は、工具交換部および主
軸部が対向して配置された工具自動交換装置の工具交換方法であって、工具交換部に具備
されて工具を収納する工具マガジンと、主軸部に具備されて工具を保持する工具クランプ
との間で、空気流により工具を移動させて工具を交換するもので、工具を移動させるため
の移動機構が不要となり、構成が簡単で工具の交換を短時間で確実に、かつ人手を介さず
に自動的に行うことができる。
　本発明の第６の実施の形態の工作機械は、工具交換部、主軸部およびワーク保持部から
構成され、工具交換部は、回転軸の周りを回転し、複数の工具収納部を備えた工具マガジ
ンと、工具マガジンを回転軸の方向に移動させる手段と、主軸部に対して工具を移動させ
る空気流を供給する空気供給源とを有し、主軸部は、工具を回転させるモータと、工具を
保持する工具クランプと、工具交換部に対して工具を移動させる空気流を供給する空気供
給源と、工具クランプを垂直方向に移動させる手段とを有し、ワーク保持部は、水平面に
おいて互いに直交する２方向に移動可能なテーブルに搭載されたワークホルダを有するも
ので、旋盤やフライス盤などの工作機械に工具自動交換装置を一体的に組み込んだ小型化
が可能であり、かつ、工具の交換が簡単かつ短時間で確実に行えるマイクロ工作機械を実
現することができる。
【実施例】
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【００１０】
　以下に、本発明の工具自動交換装置を備えた工作機械の一実施例を図面に基づいて説明
する。
　図１は本実施例による工作機械の側断面図、図２は同工作機械の斜視図、図３は同工作
機械における工具自動交換装置の工具交換部の斜視図、図４は同工具交換部の側断面図、
図５は同工具自動交換装置における主軸部の側断面図、図６は図５の要部拡大図である。
　図１の状態は、工具を自動交換する前の電源オフの状態を示す。工具自動交換装置１０
は工具交換部１１および主軸部２１から構成されている。工具交換部１１と主軸部２１と
は共通のベース上に対向配置されている。工具交換部１１は、直動軸１２と工具マガジン
１３と工具ハンドラ１４を有している。直動軸１２は、圧縮空気によって水平方向（Ｚ方
向）に摺動する。工具マガジン１３は、この直動軸１２の摺動によってＺ方向に移動する
。また、工具マガジン１３は、クロスローラリングに支持され、モータ（ステッピングモ
ータ）１８と連結した直動軸１２を中心に回転する。工具マガジン１３は、円盤状のホル
ダ１５内に工具１６を収納する複数の工具収納部１７を有しており、工具マガジン１３が
直動軸１２の周りを回転することにより主軸部２１の工具クランプ２２と対向可能な位置
に配置することができる。それぞれの工具収納部１７には、工具１６と、工具１６の先端
側を支持するためのコレット３１が配置される。また、工具収納部１７には、コレット３
１を介して工具１６を押圧するピストン３３を有している。ピストン３３はコレット３１
の回り止めの機能も備えている。
　工具ハンドラ１４は、直動軸１２の摺動によって工具マガジン１３とともにＺ方向に移
動し、工具収納部１７と主軸部２１の工具クランプ２２間で工具１６の着脱を行うための
空気供給源を有している。この空気供給源から供給される空気により工具ハンドラ１４は
、工具クランプ２２を押圧又は離間させる方向に移動する。
　なお、直動軸１２の先端には、工具マガジン１３の移動量を制限するストッパ１９が設
けられている。
【００１１】
　主軸部２１は、主軸ハウジング２３内に主軸駆動用モータ２４を有している。主軸駆動
用モータ２４の一端側には主軸２５が連結され、主軸２５にはエンコーダ２６が設けられ
ている。また、主軸駆動用モータ２４の他端側には工具クランプ２２が設けられている。
主軸ハウジング２３は垂直方向（Ｙ方向）に移動可能なＹスライダ２７に取り付けられて
いる。なお、主軸ハウジング２３側には、主軸２５の位置を検出する原点復帰用近接セン
サ４８が設けられている。
　工具クランプ２２の中心位置と工具収納部１７内の工具１６を圧入したコレット３１の
中心位置との位置合わせは、工具マガジン１３の回転量を検出するエンコーダを直同軸１
２に設けるか、ステッピングモータのパルス制御により行う。
　ワーク保持部は、ワークホルダ８１とこのワークホルダ８１を搭載するＺテーブル８２
およびＸテーブル８３から構成される。ワークホルダ８１はＺ方向に移動可能なＺテーブ
ル８２に搭載されており、Ｚテーブル８２の移動によりＺ方向に移動可能である。Ｚテー
ブル８２はベース上をＸ方向に移動可能なＸテーブル８３上に搭載されており、ワークホ
ルダ８１はＸテーブル８３の移動によりＸ方向にも移動可能である。
　一方、主軸部２１は、主軸ハウジング２３がＹ方向に移動可能なＹスライダ２７に取り
付けられ、Ｙスライダ２７の移動によりＹ方向に移動可能である。Ｙスライダ２７はベー
スに固定されている。Ｚテーブル８２、Ｘテーブル８３およびＹスライダ２７の駆動はモ
ータにより行う。
【００１２】
　つぎに、図５を用いて工具自動交換装置における主軸部２１について説明する。主軸駆
動用モータ２４の一端側には主軸２５が、他端側にはシャフト２８が連結されている。主
軸２５およびシャフト２８は、芯軸が水平方向であり、工具交換部１１の直動軸１２と平
行となるように配置されている。シャフト２８の先端側には工具収納部４２が設けられ、
工具収納部４２の先端部付近には、工具クランプ２２が設けられている。工具クランプ２
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２内には、先端側から内部に向かって鋼球４４が出入り可能な空間４６が形成されている
。
　工具１６を圧入したコレット３１には凹部３２が形成されているので、コレット３１が
工具収納部４２に収納されたとき、工具クランプ２２はスプリング４３の力により鋼球４
４を押し、鋼球４４がこの凹部３２内に嵌合して工具１６を固定する。工具クランプ２２
を後端側に移動させると、鋼球４４は自由になり、コレット３１の凹部３２から容易に外
れるので、コレット３１と工具収納部４２間の固定が解除される。
　主軸２５の内部は中空になっており、その中空部により空気流路４７を形成している。
主軸２５の後端側には空気流路４７に連通して空気供給源が設けられている。空気供給源
から供給される空気は、空気流路４７を通って工具収納部４２に収納されているコレット
３１を先端側に作用する。
【００１３】
　つぎに図１～図６で説明した工具自動交換装置の工具交換動作を説明する。
　まず、主軸部２１に装着されている工具１６を工具交換部１１に戻す工程を図７により
説明する。電源を投入して主軸部２１内に装着されている工具１６を排出する指令が出さ
れると、工具交換部１１の工具マガジン１３を原点位置へ復帰させるとともに、原点復帰
用近接センサ４８によって主軸２５の原点位置調整を行う（ステップ１）。この原点位置
への復帰は、工具交換部１１の工具収納部１７の中心位置を、主軸部２１の工具クランプ
２２の中心位置と一致させるために行う。工具マガジン１３の原点位置への復帰は、原点
位置に対応してあらかじめ設定されているパルス制御によって工具マガジン１３を直動軸
１２の周りに回転させて行う。このとき、なお、この工具マガジン１３の原点位置への復
帰は電源投入時に１回行っておけば、以降は省略することができる。
　つぎに、主軸部２１内に装着されている工具１６を受け入れるために、空の工具収納部
１７の位置を割り出し（ステップ２）、割り出した空の工具収納部１７の中心位置を主軸
部２１の工具クランプ２２の中心位置と一致する定位置に移動させる（ステップ３）。つ
ぎに、工具マガジン１３を直動軸１２に沿って主軸部２１側に移動させる（ステップ４）
。この移動は、圧縮空気の供給によりストッパ１９で移動が終了するまで行い、移動終了
後工具マガジン１３を圧縮空気源につないであるシリンダを押し出すことでステップ３で
定めた位置に固定する（ステップ５）。なお、ステップ３終了後にステップ５の工具マガ
ジン１３の固定を行い、その後ステップ４を行うようにしてもよい。
　ステップ３、４、５が終了すると、工具クランプ２２に対向した位置に工具収納部１７
の先端部が同芯で並んだ状態となる。
　つぎに、図４に示す工具収納部１７を押す空気供給源に空気流を加えることで工具クラ
ンプ２２を押圧する。このときの力は工具クランプ２２を付勢しているスプリング４３の
力より大きいので、工具クランプ２２は後方に押し込まれる。工具クランプ２２が後方に
押し込まれることで鋼球４４のロックは解除される（ステップ６)。ここで、空気流路４
７に空気流を加えると、コレット３１をロックする鋼球４４が存在しないため、空気圧に
より前方に押し出され、工具収納部１７内部にコレット３１が収まる（ステップ７）。こ
の後、空気流路４７の空気流と、工具収納部１７への空気流を解除することで、工具クラ
ンプ２２はスプリング４３の力により元の位置に戻り、鋼球４４は工具クランプ２２によ
って再びロックされる（ステップ８）。その後、空気流によりシリンダおよび直動軸１２
を元に戻すことで工具排出は完了する（ステップ９、ステップ１０）。ステップ９、１０
も前後逆でも構わない。
【００１４】
　つぎに、工具交換部１１から新しい工具１６を主軸部２１に供給する工程を図８により
説明する。電源を投入して主軸部２１に交換すべき新しい工具１６を供給する指令が出さ
れると、工具交換部１１の工具マガジン１３を原点位置へ復帰させるとともに、原点復帰
用近接センサ４８によって主軸２５の原点位置調整を行う（ステップ１１）。なお、主軸
部２１から工具１６を排出後など、すでに原点位置への復帰動作が終了している場合はス
テップ１を省略してもよい。工具マガジン１３の原点位置への復帰は、図７のステップ１
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　つぎに、工具マガジン１３の新しい工具１６が収納されている工具収納部１７の位置を
割り出し（ステップ１２）、割り出した工具収納部１７の中心位置を主軸部２１の工具ク
ランプ２２の中心位置と一致する定位置に移動させる（ステップ１３）。つぎに、図７で
説明した主軸部２１からの工具排出の場合と同様の操作により、工具マガジン１３を直動
軸１２に沿って主軸部２１側に移動させ（ステップ１４）、シリンダを押し出すことで工
具マガジン１３を固定する（ステップ１５）。空気流により工具収納部１７を押すことで
工具クランプ２２を押し、鋼球４４のロックを解除する（ステップ１６）。ここでピスト
ン３３に空気流路から空気を導入することでコレット３１を工具収納部１７に収める（ス
テップ１７）。このあと、工具収納部１７の空気流を開放することで工具クランプ２２は
元の位置に戻り、鋼球４４によってコレット３１は主軸部２１と一体になる（ステップ１
８）。この後シリンダと直動軸１２を元に戻すことで工具挿入は完了する（ステップ１９
、２０）。
【００１５】
　つぎに本実施例の工作機械の動作を説明する。まず、Ｙスライダ２７を移動させて主軸
部２１の工具クランプ２２の中心位置の高さと工具交換部１１の工具収納部１７の中心位
置の高さを一致させる。つぎに、図７で説明した方法により所定の工具１６を主軸部２１
に取り付ける。工具１６を主軸部２１に取り付け終了後の状態においては、図７のステッ
プ１０で説明したように工具マガジン１３は主軸部２１から後退した位置にあるので、主
軸部２１に装着された工具１６と工具交換部１１の工具マガジン１３との間にはワークホ
ルダ８１を介在させるに必要な十分の間隔ができる。
　つぎに、ワークホルダ８１にワークを取り付け、Ｚテーブル８２およびＸテーブル８３
を移動させてワークを工具１６に対向配置させ、モータ２４で工具１６を回転させながら
Ｚテーブル８２およびＸテーブル８３を微小移動させると、ワーク８６の所定位置を加工
することができる。ワークの所定の加工が終了したときは、Ｚテーブル８２およびＸテー
ブル８３を移動させてワークを工具１６から離間させ、モータ２４を停止させる。
　ワークにさらに現在の工具１６による加工とは異なる加工をする場合には、図７で説明
した方法で主軸部２１に現在取り付けられている工具１６を排出させ、さらに、図８で説
明した方法により新しい工具１６と交換する。以下同様にしてワークの加工を行う。
　Ｚテーブル８２、Ｘテーブル８３、Ｙスライダ２７の移動制御はパーソナルコンピュー
タで行うことにより、位置決め分解能は１μｍ単位で制御することができる。本工作機械
は携帯電話、ＤＶＤ、ノート型パーソナルコンピュータなどのデジタル機器に使用される
各種微小部品のマイクロ加工が目的であり、そのため加工サイズは１０×１０×１０ｍｍ
以内と設定している。このような加工の場合、工作機械においては小型化が望まれるが、
本実施例による工作機械は、幅５００ｍｍ、奥行き３２０ｍｍ、高さ３４０ｍｍの小型化
が実現できた。
【産業上の利用可能性】
【００１６】
　本発明の工具自動交換装置および工具交換方法は、旋盤、マイクロ旋盤、フライス盤、
マイクロフライス盤などの各種工作機械における加工用の工具を自動的に交換するための
工具自動交換装置に適用して好適である。
　また、本発明の工作機械は、マイクロ加工に適しており、小型化も可能であるので、マ
イクロ旋盤やマイクロフライス盤などの各種マイクロ工作機械に適用して好適である。
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【図８】



(11) JP WO2006/082982 A1 2006.8.10

10

20

30

40

【国際調査報告】



(12) JP WO2006/082982 A1 2006.8.10

10

20

30

40



(13) JP WO2006/082982 A1 2006.8.10

10

20

30

40



(14) JP WO2006/082982 A1 2006.8.10

10

20

30

40



(15) JP WO2006/082982 A1 2006.8.10

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  北原　時雄
            神奈川県藤沢市辻堂西海岸１－１－２５　湘南工科大学内
(72)発明者  三井　公之
            神奈川県鎌倉市玉縄４－２－２　ガーデンハイツ鎌倉玉縄１０１
Ｆターム(参考) 3C002 AA03  AA06  BB07  DD12  GG02  KK01  LL01 

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

